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［Abstract］  
The first and second authors have continued empirical studies on the utility of ties in Inter-organizational networks. 
In their previous studies, it is suggested that collectively recognized social impact information can be a major 
cause of cohesion network as well as a trigger for searching, and temporal network based on actors’ ambiguous 
cognition can be effective in reconstituting network style from cohesion to bridge in complex information 
environments. In this study, we consider the innovation process of the circular economy using network dynamics. 
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1. はじめに 

近時、欧州を中心にサーキュラーエコノミー（循環経済、以下 CE）が加速度的に台頭している。

イノベーションデザインの観点から見ると、CEにおいては、開発した技術をいかに社会実装するか

という従来の技術起点型ではなく、社会文化的要請に如何に技術開発で応えるかという社会文化的起

点型のプロセス促進が期待される(妹尾［2019］)。これは、第一筆者らが先行研究で提示した「組織

間ネットワーク・ダイナミクス」と通じる視点である。一方、Yang et.al(2021)では、コロナ禍で

Microsoft 社 6 万人がフルリモート化したことの仕事への影響調査結果として、グループ外との関係

性の希薄化、非公式協働ネットワークの崩壊、新規発生する関係性の減少、ネットワークの固定化を

示唆している。 

本稿は、このような問題意識に基づき、社会文化的起点で創発する CEのイノベーションプロセス

について、組織間ネットワーク・ダイナミクスを用いて考察を行う試論である。筆者らが所属する福

知山公立大学地域経営学部（以下、本学）の演習型科目である地域経営研究Ⅰ、Ⅱ（以下、地域経営

研究ゼミ）では、2021年度に循環経済型のデザイン（以下、サーキュラーデザイン）を実施する New 

Life Project（以下 NLP）について企業研究を行なっている。同プロジェクトは、サーキュラーデザ

インの実現とともに、職人仕事の育成、異業種とのコラボレーションを行動指針として掲げるクリエ

イティブユニットにて構成される。本研究では、同社CEのイノベーションプロセスを、進行中の福

知山市委託事業である本学「NEXT産業創造プログラム」における取り組みを交え事例考察する。 

 

2. 先行研究レビュー 

(1)集合的解釈から成る集団間ネットワーク 

公文(1994)は人間の特質について、その主体的存在性に着目している。Latour(1988)は、現象への

多義的な解釈から生じるサブグループ間のつながりの力を強調し、対象への個の主観的認知と集合的

解釈を含めたネットワークのダイナミクスの意義を論じている。つまり、ネットワークを多義的な解

釈から成る単位集団とのつながりとして捉え直した上で、現象への主観的認知と多義的集合的な解釈

から成る集団間のネットワークが、マクロの社会構造をつくり出すプラットフォーム、つまりソーシ

ャルネットワークを生成する可能性を、アクター・ネットワーク理論として提示している。 
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(2)トピック空間とネットワーク・ダイナミクス 

Aral & Alstyne(2011)では、一定の時間に伝達される情報量を表す概念を「帯域幅」として示した

上で、架橋に富むほどネットワークの多様性は高まるが、逆に結束に富む方が「帯域幅」は広がるこ

とを実証研究している。これを「多様性−帯域幅トレードオフ理論」とし、情報環境の複雑性の度合

いを、つながりのあいだを流れる情報の種類のことを指すトピック空間の大小にて示している。複雑

性の高い情報環境、つまり大トピック空間の場合は、強い紐帯から成る広帯域幅の結束ネットワーク

効用が高く、複雑性の低い情報環境、つまり小トピック空間では、弱い紐帯から成る狭帯域幅の架橋

ネットワーク効用が高いことが示されている。亀井・竹井(2019)では、特定の社会課題を誘因とした

探索プロセスで架橋ネットワークを構築した二者が、その社会課題を集合的認知することで結束化し

トピック空間を縮小していくプロセスを提示した。そして結束化が進み十分にトピック空間が縮小し

た段階では、また新たな大トピック空間において、新たな社会課題対象への多義的解釈による集団間

のテンポラルな架橋ネットワークが構築される。この一連のプロセスをネットワーク・ダイナミクス

として提示している。                                          

  

3. 仮設創設 

本稿では、CEの社会文化的起点型のイノベーション・プロセス促進について、亀井・竹井(2019)

で提示したネットワーク・ダイナミクスを用いて、以下二つの仮説を検証する。 

Ø CE を誘因として架橋ネットワークを構築した各主体は、集合的認知を通じて結束化しトピ

ック空間を縮小する 

Ø 主体は、新たな社会課題対象を通じて架橋ネットワークを形成する 

 

4. New Life Project について 

 NLPは、長年に渡りアパレル業界に携わってきた 3名のクリエイターにより、繊維商社支援の下で 

2020年に発足した。発足メンバーの一人である五藤利哉ディレクターによると、「業務の中で、ア

パレル業界における主流のモノ作りの仕組みについて、日々疑問を感じていた事が本プロジェクトの

きっかけ」としている。また「ファストファッションが台頭し価格競争が激しい昨今の商流では、ブ

ランドを川上とした場合、川下にいく程、利益が取れない仕組みが多く、日本国内の現場(工場や職

人)は減少傾向にある。また、大量の生産、消費、廃棄を前提とした現在のアパレル業界のビジネス

モデルは、石油業界に次いで環境負荷が大きい」としている。その現状を打開すべく、モノづくりの

現場にフォーカスし、今まで廃棄されていた製品や原材料を資源と捉え、資源を循環させる CEを取

入れた活動を目指し NLP はスタートした。 

以下、同社事業を、サーキュラーデザイン事業、サプライチェーン、伝統産業とのコラボレーショ

ンの切り口から記述する。なお、記述については、五藤ディレクターの本学地域経営研究ゼミにての

ゲスト講義（2021/4/13 16:10-17:40、第二筆者除く筆者全員、Zoom にて）、同行フィールドワーク

(2021/7/3 12:30-16:00、筆者 12名、田中製紙工業所：京都府福知山市)、インタビュー

(2021/10/19,10/26 16:10-17:40、第二筆者除く筆者全員、Zoom にて)のデータをもとに実施する。 

                                                       

(1)サーキュラーデザインの取り組み 

NLPでは「未来ではなく今できるカタチ」としてデザイン性と素材に拘ったデイリーバッグ、オー

シャンシリーズを開発した。メイン素材はペットボトルを利用したリサイクル PET素材 89％と、ビ

ーチクリーン活動により回収したペットボトルが 11％含まれた

素材を使用している。コンビネーション部分は、工場から回収さ

れた製造廃棄物を再生したリサイクルナイロンを使用。本体に

は、撥水、防汚、帯電防止の加工を施している。今までは、ビー

チクリーン活動等で回収された海洋ごみや工場廃棄物の殆どが焼

却もしくは、埋め立て処分されていた。NLPでは、CEの一環とし

て、環境負荷をできるだけ抑えた新たなプロダクトとして蘇らせ

る取り組みを進めている。                                                                    

写真-1 NLP ホームページ 
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(2)サーキュラーエコノミーへの変貌 
リサイクル材料からの糸生成について、NLPではリサイクル事業者と連携し様々な素材開発を進め

ている。ポリエステルなどの化学繊維素材は N社と P社と協力連携し、コットンなどの天然繊維素材

は T社と協力して開発している。サプライチェーンについては「未来ではなく今できるカタチ」とし

て、従来のリサイクル材料から商品を開発し顧客に届けて終わりのリニアエコノミー（図-1左）か

ら、商品を届けた顧客から衣類を回収し、再生工場経由でリサイクル材料に変換するサーキュラーエ

コノミー（図-1右）への変貌を遂げつつある。 

なお、将来は役目を終えた商品をユーザーから回収し、これまで廃棄されていた製品や原材料を資

源と捉え、循環させて新たな商品を作ることを視野に入れている。そのため、異業種との取り組みも

積極的に行い、機械部品の製造を行う町工場と協働しNLP オリジナルパーツを開発している。異業種

とのコラボレーションにより、アパレル業界では知られていない町工場の技術が知られるようにな

り、新たな可能性を発信している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 サプライチェーンの変化 

   

(3)伝統産業とのコラボレーション 

NLPのスピンアウトバージョンとして、五藤ディレクターは日本古来の伝統産業である丹後和紙を

製造する田中製紙工業所（京都府福知山市）とのコラボレーションを手掛けている。楮を原料とした

丹後和紙は「楮紙」と呼ばれ文化財の修復に用いられるなど、約 1300年の伝統がある。正倉院文書

『図書寮解』の「諸国未進紙並紙麻等事」の記録には、紙と原料の未進国として丹後国が記載されて

いる(笠井［1984］)。丹後地域は、江戸時代末期から明治にかけて京都を代表する和紙の産地として

栄えてきたが、現在では福知山市大江町所在の田中製紙工業所のみで家内工業的な一貫生産が行われ

ている。同社で製造される和紙は、丹後二俣紙として2005年に京都府指定無形文化財に認定される

など、地域における文化的振興に寄与している。 

今年度福知山市委託事業として本学が実施する NEXT産業創造プログラムの連携企業として参画し

たことを契機に同社と出会った五藤氏は、サーキュラーデザインの実現、職人仕事の育成、異業種と

のコラボレーションという行動指針に加え、伝統産業のものづくりが抱える課題に着目し、現代のラ

イフスタイルに馴染んだ丹後和紙のデザインアップデートを試みている。現在、リサイクルしたポリ

エステル素材を和紙に混合することで強度上

昇を実証中であるが、今回のコラボレーショ

ンでは、生産加工を地域の中で完結させる事

業モデルの構築を目指している。伝統産業の

素材にリサイクル化学繊維を混合することで

効率化を可能とし、さらに地域で縫製加工し

販売先を他地域に拡げることで、地域の経済

振興、雇用創出、さらには環境配慮に貢献し

たいとしている。当該コラボレーションは同

プログラムにおける Zoom を用いたリモート

PBLで実施される予定である。          図-2 伝統産業とのコラボレーション概念図           

リニア サーキュラー 
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5. 考察 

上記の NLPの取り組み事例からは、CEを誘因として、NLPに所属するアパレル業界のクリエイター

が、それまで縁のない静脈産業に属するリサイクル事業者と架橋ネットワークを形成した。そして、

CEに関して、顧客らと共に「未来ではなく今できるカタチ」と集合的認知しトピック空間を縮小、

結束ネットワーク化することで、従来のリニアエコノミーから発展させつつある姿が窺える。また、

商品化が為された後、つまり、結束化が進み十分にトピック空間が縮小した段階においては、新たな

トピック空間である伝統産業のモノづくりにおいて、これまで縁のない福知山市の田中製紙工業所と

架橋ネットワークを構築し、新たな課題を集合的認知しつつある状況が垣間見える。（図-3参照） 

図-3サーキュラーエコノミーとネットワーク・ダイナミクス  

出所：亀井・竹井(2019)を編集加工 

 

6. おわりに 

  本研究では、仮設検証を通じて、CEを互いに認知することで無関係であった二者が架橋ネットワ

ークを形成し結束化するプロセスから、社会文化的要請に如何に技術開発で応えるかという社会文化

的起点型のイノベーション促進態様が確認された。一方で、集合的認知を十分に観察するに必要な多

面的インタビュー実施は今後の課題である。また、コロナ禍におけるリモート形式の取り組みにおい

て、CE認知から異なった社会文化的要請へとつながる行動が認められるのかについても今後の観察

を要する。グループ外との関係性の希薄化、ネットワークの固定化などが指摘されるリモート下にお

いて、社会文化起点のイノベーションプロセスが、それらを回避する有効な手段となり得るのかにつ

き、今後研究を進展させていきたい。 

 

謝辞 

 本研究に際し、多大な協力を頂いた New Life Project五藤利哉ディレクターに深謝する。 

 

引用参考文献 

1. 妹尾堅一郎「技術起点型から社会文化起点型へ : サーキュラーエコノミーによるイノベーショ

ン起点の重点移行」『イノベーション学会年次学術大会講演要旨集』Vol.34,pp.1-6,2019. 

2. Yang,L.,Holtz,D.,Jaffe,S.,Suri,S.,Sinha,S,Weston,J,Joyce,C,Shah,N.,Sherman,K.,Hecht.B

,& Teevan,J.,“The effects of remote work on collaboration among information 

workers”,Nature Human Behaviour,2021. 

3. 公文俊平『情報文明論』,NTT出版,1994. 

4. Latour,B.,“The Pasteurization of France”,Harvard University Press,1988. 

5. Aral, S., & Van Alstyne, M.,“The Diversity-Bandwidth Trade-off”American Journal of 

Sociology,117(1),pp.90-171,2011. 

6. 亀井省吾、竹井成和「複雑情報環境下における組織間ネットワーク・ダイナミクスの考察」『情

報社会学会誌』Vol.14,No.1,pp.15-24,2019. 

7. 笠井文保「和紙生産の立地とその変遷 (13)」『農村研究』Vol.59,pp,23-38,1984. 

8. 町田誠之「正倉院の紙」『紙パ技協誌』Vol.26,No.1,pp.4-8,1972. 

9. NLPホームページ https://newlifeproject.jp/ja/(2021/8/1アクセス) 

サーキュラーエコノミー 伝統産業のモノづくり 


